
 1 

令和２年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

１．会議の開催 

（１）日 時   令和３年１月１５日（金）    開会 午後３時００分 

閉会 午後４時３２分 

（２）場 所   柳井市役所 ３階大会議室 

 

２ 出席者     市 長            井原 健太郎 

教育長            西元 良治 

委 員（教育長職務代理者）  西原 光治 

  委 員            河岡 治子 

委 員            厚坊 俊己 

委 員            横山 志磨 

 

３ 出席事務局委員 教育部長           三浦 正明 

教育総務課長         有道 茂一 

          教育総務課施設担当課長    岡原 由明 

学校教育課長         中本 隆徳 

学校教育課長補佐       川西 俊之 

生涯学習・スポーツ推進課長  山本 直邦 

サンビームやない館長     脇村 直孝 

          学校給食センター所長     小田 文孝 

教育総務課長補佐（書記）   惣上分 常代 

 

４ 傍聴者     なし 

 

５ 協議事項 

（１）柳井市教育大綱の決定について 

 

６ 議事経過 

（１）開会 

     教育部長から、令和２年度第１回柳井市総合教育会議の開会の宣言があった。 

（２）市長あいさつ 

     本日は、令和２年度第１回柳井市総合教育会議ということで、大変お忙しい

中、ご出席いただきましてありがとうございます。本日は、教育振興基本計画

を柳井市の教育大綱としても定める場でございます。皆様が積極的にご発言い

ただくことが、私たちにとって有意義な情報を得る、また、いろいろな思いを

巡らすことができる機会になると思います。 

今、市の方で来年度４月以降の新年度予算の査定に入っております。一言に

教育といっても、幅が広く、予算規模も大きく、同時に課題も多いと認識して
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おります。特に、GIGAスクール構想関連で、現場の先生方も大変ご苦労され

ているところですが、今後も含めて考えると、予算に大きなウエイトを占め、

他の教育委員会の施策に影響してくるのではないかと、心配しております。一

気に国としてこういうものが進んでいく中で、子どもたち、また、現場の先生

方に直接身近な自治体としては、現状を踏まえ、現場の声をお聞きしながら、

全体調整を図っていくことが、私たちに求められているのではないかと思いま

す。 

非常に難しいかじ取りを教育委員会でしていただくことになりますが、加え

てコロナもある中でということで、こういう会議でのいろいろな議論も含めて、

前向きな施策に取り組むことができる柳井市の教育をみなさんの時間をいた

だきながら、作っていただきたいと思います。冒頭、そのことを心からお願い

をさせていただきまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は大変お世話に

なります。よろしくお願いいたします。 

 

（３）協議事項 

（教育部長） 

それでは、早速、協議事項に入っていきたいと思います。司会進行は、市長に

お願いします。 

（市長） 

それでは、協議事項に入らせていただきます。柳井市教育大綱案につきまして

事務局から説明をお願いいたします。 

（学校教育課長補佐） 

現在の柳井市教育大綱は、平成２７年１１月に策定いたしました、柳井市教育

振興基本計画（第一次）を、柳井市教育大綱として位置付けていただいておりま

す。この教育振興基本計画は、１０年間を計画期間としておりまして、現在５年

目を迎えております。今年度見直しを図りまして、策定協議会を３回開催した他、

７月に市民アンケート、１２月にパブリックコメントも実施しました。そして本

日先ほど開催されました、教育委員会会議において、全会一致で第二次の柳井市

教育振興基本計画として決定し直していただきました。そこで、この柳井市教育

振興基本計画の第二次及び１２月のパブリックコメントについて、ご説明させて

いただきます。 

まず、見直しをする基本方針としましては、第１期をベースにするとして、協

議を進めて参りました。 

それでは、それぞれのページ内容を、簡単にご説明いたします。 

１ページ目。ここは、法的根拠や関連する各種計画を掲載しております。 

２ページ以降は、本市教育をめぐる状況を示しております。上のグラフは、児

童生徒数です。下側のグラフは、「自分にはよいところがあるかと思いますか」「将

来の夢や目標をもっていますか」について小学６年、中学３年の状況です。 

３ページ。上は、全国学力調査の平均点と「家で自分で計画を立てて勉強して
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いますか」の調査結果、下は、児童生徒の体力テストの結果です。 

４ページは、問題行動や不登校等の調査結果です。上から、暴力行為件数、い

じめの認知件数、不登校児童生徒数です。一番下は、「今住んでいる地域の行事に

進んで参加していますか。」の調査です。 

５ページ。「市民アンケートの結果」とありますが、（１）の上半分にあります

全戸配布のアンケートは、第１期策定へ向けた平成２６年度実施のことを記載と

して残しています。 

下半分（２）に示したマークシートについてですが、これは平成２６年の全戸

配布アンケートの中の一部について、それと同じ内容でアンケートを再度作成し、

このたび実施いたしました。ただし今回は全戸配布ではなく、小学４年と中学２

年の保護者、各学校の学校運営協議会委員、各公民館の運営協議会委員です。 

６ページ。下を見ていただきますと、アンケート結果の整理の仕方について記

しております。第一期と同じ分析方法です。 

７ページ。主に、小中学生への教育内容に関する、満足度と重要度への意識で

す。 

９ページ、１０ページ。主に、学校・家庭・地域の連携に関する、満足度と重

要度です。 

１１ページ、１２ページ。主に、生涯を通じた学習に関する満足度と重要度で

す。 

１３ページ。これらをまとめまして、どのエリアにあるか、平成２６年度から

の変化を表しています。 

策定協議会におきましては、左側にあるような項目について、多くのご意見を

いただいておりました。生徒指導や不登校、家庭や地域の教育力などです。この

点は、第２期においても重点的に取組む必要があると思われます。 

１４ページ、１５ページは、平成２６年度のみ実施したアンケートのまとめを

残しております。 

１６ページ、１７ページは、ここも、平成２６年度のみ実施した市民熟議の記

載を残しております。 

こうして残しているのは、平成２６年度の市民アンケートと市民熟議で出てき

た内容、つまり市民から出てきた思いを、教育目標や基本方針をそこから紡ぎ出

していった、という経緯があるためです。 

１８ページ、教育目標です。第１期から引き続き第２期も、「愛・夢・志をはぐ

くむ教育 ～スクール・コミュニティによる教育のまちづくりの推進～」とした

いと思います。 

１９、２０、２１ぺージ。３つの基本方針を示しておりますが、これも第１期

に引き続き第２期も継続してまいります。 

以上の教育目標と基本方針は、先ほども申しましたが、平成２６年度実施の市

民アンケートや市民熟議から紡ぎ出した内容であり、今後５年間もこれを掲げる

べきだと考えております。また、最初に見ていただきました各種調査結果や、今
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年度実施のアンケートから課題も見えておりますが、それらを踏まえた上でも、

この教育方針と基本方針の継続・充実により、柳井市の教育のさらなる振興につ

ながると考えているからです。 

なお、策定協議会において司会を務めていただいた方が、教育基本法をもとに

して、教育振興基本計画というものは、学校だけのことを考えるものではなくて、

家庭や地域社会のことも考えていくものだという観点から進行され、広い観点か

ら御意見をいただきました。 

２２ページからは、具体的施策の一覧です。この構造自体も、第１期をベース

にしております。 

上に教育目標、３つの基本方針に絡めながら、その下に具体的施策を並べてい

ます。左側黄緑の「愛」の並びには、生涯を通じた学習や市民全体に関わる取組。

真ん中青の「夢」の並びは、主に地域、家庭、学校の連携・協働に関する取組。

右側赤の「志」の並びは、主に学校における教育について並べております。 

下には、施策全体を支えるように、紫色の環境整備を配置し、そしてさらに一

番下のオレンジの部分には計画の推進を配置しております。この一番下の部分は、

第２期において明示した部分です。策定協議会の中でもこれに関するご意見をい

ただいておりました。進行管理などはこれまでも取り組んではいたのですが、こ

のたび、より明確にいたしました。 

２３ページからは各具体的施策について、主な取組などを掲載しております。

第１期よりも写真の枚数を増やして、読まれた方に少しでもイメージが伝わりや

すくなるようにいたしました。 

ここまでが、教育振興基本計画（第二次）の目標や基本方針、取組の一覧でご

ざいます。 

このあとは、具体的な内容になってまいりますので、ざっと項目のみの紹介と

させていただきます。 

２３ページ、人権教育の推進。 

２４ページ、生涯学習の推進。 

２５ページ、青少年の健全育成。 

２６ページ、芸術・文化の振興。 

２７ページ、スポーツ・レクリエーション活動の振興。 

２９ページ、歴史・伝統の継承と保護。 

３０ページ、郷土教材の開発と地域人材による郷土学習。 

３１ページ、学校運営協議会の機能の強化。 

３３ページ、学校応援団のさらなる充実。 

３５ページ、地域協育ネットの充実。 

３６ページ、幼保小中高連携の強化。 

３８ページ、家庭の教育力を高めるための支援の強化。 

４０ページ、放課後子ども教室の充実 

４１ページ、「確かな学力」の育成。 
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４３ページ、「豊かな心」の育成。 

４４ページ、「健やかな体」の育成。 

４６ページ、キャリア教育の推進。 

４８ぺージ、特別支援教育の充実。 

５０ページ、生徒指導の充実。 

５２ページ、幼児教育の充実。 

５３ページ、教職員の資質向上。 

５５ページ、情報発信の充実。 

５６ページ、安全で快適な学びの環境づくり。 

５８ページ、学校の適正規模・適正配置。 

５９ページ、ICT環境の整備・充実。 

６０ページ、学校教材、図書の整備・充実。 

６１ページ、計画の推進、PDCAサイクルによる計画の進行管理、としており

ます。 

続きまして、パブリックコメントについてです。 

１名の方から３件について御意見をいただきました。別紙をごらんください。

左側は、いただいたご意見をまとめたものです。右側が回答です。 

一つ目は、全体のことですが、「本文に「子ども会」が出てきていない。めざす

ものは同じであるが、柳井市として「子ども会」を重視していないのか」という

ご意見です。計画の１ページに掲載した関連する計画の中に、第２期柳井市子ど

も・子育て支援事業計画があります。この計画において「子ども会」を事業の一

つとして取り上げておりますことから、関連を意識しながら推進していくという

こと、また、具体的な取組との関わりとしては、２５ページ「青少年の健全育成」

と関連しておりますことから、こうした事業推進の参考にするという内容の回答

にしております。 

二つ目は、５５ページ４（１）情報発信の充実について、「市のホームページに

掲載していない学校がある。掲載の仕方の改善など、充実を図る必要があるので

はないか」というご意見です。実際は、各学校が更新していることをお伝えする

とともに、ホームページへの掲載の仕方や市のシステムとの兼ね合いなどについ

て回答することとしています。 

三つ目は、６０ページ４（５）学校図書館の充実についてです。「学校司書の配

置が中学校には配置されておらず、PTAで負担している中学校もある。この現状

をどう考えるか」というご意見です。市としては、学校図書館の運営の改善等へ

向けて学校司書の配置に努めており、第１期では小学校に配置してまいりました

が、第２期は中学校への配置にも努めていくとしております。 

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

（市長） 

ただいま、事務局より説明がございましたが、大綱案につきまして、何かご意
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見、ご質問等ございましたらご発言をお願いいたします。 

（厚坊委員） 

１３ページを見ていただいたらと思うんですが、「満足度」と「重要度」の相関

の図ですよね。これのとらえ方を考えてみたいと思うのですが、右の一番上は「満

足度が高くて、重要度も高い」ということで、アンケートに回答された方もよく

できているということですよね。逆に、キャリア教育とか芸術文化とか「満足度

が低いけど、重要度も低い」と可もなく不可もなくではないけれど、考えていな

い。そうすると「重要度が高いけど、満足度が低い」左上のここが一番望まれて

やっていってほしい、というアンケート結果なのかなと思うのですが。 

 （学校教育課長） 

    今、厚坊委員さんがおっしゃったとおり、②のところが、今後、教育委員会と

しても重点的に取り組んでいかなければいけないところだと考えております。そ

のための具体的な施策をしっかり作っていかなければいけない。特に生徒指導に

ついては、不登校問題、それから、４ページなんですけれど、全国的にも同じ傾

向といえるんですけれど、暴力行為発生件数、いじめの認知件数、不登校児童生

徒数、このあたりを学校教育課としても非常に重くみているところです。 

（西原委員） 

先ほどご説明していただきまして、ありがとうございます。第２期ですか、今

回ですね。これは基本的に基本計画ということで、教育委員会としてのいわゆる

スキームといいますか、グランドデザインを立案されたということだと思います。

今、課長からもお話がありましたように、施策としていろいろアクションを起こ

していかなければいけないと思うんですが、これに対してのここでですね、しっ

かりと分析していただいておりますので、数値も上がってきておりますので、反

省すべきところは反省すると、更に充実するところは充実していく、それは具体

的に何をどうしていくのか、というところがポイントかと思います。それについ

ては、毎年、柳井市の教育に、出てますよね。あの中は、かなり具現化してあり

ますので、それに乗っけていかなければいけないということですよね。そっちの

方をしっかりと、われわれも含めて、どこに重点を置いて、何をどのようなアク

ションを起こしていくかということを、今からしっかりやっていかんといけない

と思いますんで、そこらへんを次２年、３年度ですか、入る前に、そこらへんを

すり合わせをしたいというふうに思います。 

（市長） 

まず、大綱案について何かご意見ご質問いただいて、後ほどこの場でご承認い

ただきたいという段取りでございます。その後に４時半までという限りがありま

すが、協議の時間を設けております。 

（厚坊委員） 

   ４ページの生徒指導のところで、これを見てびっくりしたのが、中学校の暴力

行為発生件数ですよね、いじめについては認知件数ですから、捉え方によってこ

れに当たるということになるんでしょうけど、暴力が発生したというのは、この
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数字を見て私が居た時よりかなり増えた。どの程度なんでしょうかね。 

（学校教育課長） 

   いじめの認知件数については、どんどん認知していきましょうということで、

かなり増えました。ちょっとしたトラブル、これは喧嘩の部類であろうというの

も全部上げてもらっています。そして、暴力行為については、今までだったら上

がってなかったな、というような軽微なちょっと言いたいことがあった、とか、

病院に行ってどうこうというのはここ最近ありません。同じ子が複数回というの

が多くあります。これは家庭でのストレスとかいうのもあるかもしれません。同

じ児童生徒による暴力行為、子ども同士であったり、教師に向かうというほどで

はないですが、生徒間トラブルが多いことは確かです。大きなけがでというのは

ありません。 

（厚坊委員） 

   軽微なものということですね。 

（学校教育課長） 

   はい。 

（厚坊委員） 

   わかりました。 

（西原委員） 

   ４ページのところで、いろいろ気が付く点があるんですが、この今の暴力とか

いじめとかあるいは不登校、こういったことに関しての数値化というのは非常に

難しいと思うんですよね。数値で表すということはですね。ただ、このようにグ

ラフ化してもらっているんでわかりやすいんですが、いじめは先ほど言われたよ

うに認知度が上がってきたとか、いうことでの数字がアップしているということ

で、これ一般市民の方も見られると思うんで、誤解のないような形で数字が上が

っている、即、ネガティブな見方というのではなくて、非常に精度が上がってい

るというふうな開示の仕方がいいかなというふうに思います。不登校のところの

いじめは小学校が数値が高くなっておりまして、不登校のところは中学校が上が

っておるというグラフになっとるんですが、この不登校の中でコロナ不安的なと

ころはどうなんですかね、わかりませんかね、そういうところは。 

（学校教育課長） 

   当初、臨時休業明けはかなり不登校の数は減っておりました。逆に学校に行き

たい、という子も多くなっていたんだと思います。ただ、現在は少し戻ってきて

いるという状況なので、今年度は昨年度並みくらいに戻っている状況です。ただ、

内訳をみますと、家庭での問題というのが非常に増えていることと、兄弟関係で

不登校になっているというのが多くなっています。お兄さんお姉さんが不登校だ

ったため、兄弟もという形で増えています。家庭全体をサポートしなければいけ

ない、という状況の児童生徒が、非常に多くなっているという傾向にあります。 

（西原委員） 

   実はですね、昨日、民生児童委員と学校との情報交換会を開催いたしまして、
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いろいろ中学校小学校の現状をですね、お聞きしました。私も地域の住民として

しっかり支援していこうということを昨日お話ししたところですが、ちょっと分

析してみますと、連鎖反応があるかなというところも見受けたんですが、そうい

ったところは、どういう状況ですかね。 

（学校教育課長） 

   学校によってもまちまちなんですが、大きい学校でも１名だけというふうにか

なり少ない、あるいは、全員が登校ということもあります。今、西原委員さんが

言われたように、クラスの中で１人の子が休みだすと、そのまま増えていくとい

う傾向は確かにあります。ですから、小さい学校で人間関係でつまずいた時に、

ある子が休んでいった時にもう１人というようなケースは確かにあります。不登

校のケースも、起立性障害というものから始まってとかですね、本人の特性の部

分で集団生活がどうしても難しくてというようなところもありますし、いろいろ

な傾向があります。もうひとつは、引きこもり傾向になってきたりとか、あるい

は、中学校なんかでは昼夜逆転の子もでてきています。それはオンラインでずっ

とできるというようなこともあり、なかなか復帰ができない、難しいというよう

なケースもあります。 

（西原委員） 

   先ほど、市長さんの冒頭のあいさつの中にもありましたけれど、GIGAスクー

ル構想ですね。教育委員会の予算のバランスが、非常に困難だというお話をいた

だきましたけれど、今、GIGAスクール構想どんどん推進されていると思います。

今年度確立するんですかね。この柳井市としては。 

（教育部長） 

   ハードは今年度中に整備ができます。それ以外は来年度以降です。 

（西原委員） 

   それが確立すれば、今の不登校の関係、オンラインとか、そういったウエブ上

で学習するとかで、多少は緩和できるんでしょうかね。 

（学校教育課長） 

   今、そのことを含めて研修を進めております。例えば、柳井中学校であれば、

これまで体育館の２階のところを、今、ひだまりルームとして、なかなか学級に

は入れない子、学級復帰を目指す子がそこに入って、１名の教員も付きながら、

そして端末等を使いながら、自分のペースにあわせてやっているケースもありま

す。 

（教育総務課長） 

   GIGA スクールということで言うと、校内 LAN の整備をやっています。これ

は高速通信するために、みなさんがいろんな画像をみたりとか、使うためにすご

く通りのいい通信ネットワークにしないといけないというのがまず１点と、タブ

レット端末を１人１台整備するということです。現在、タブレット端末について

は、環境設定作業を行っています。そして実際に校内 LAN が使えるのが、早く

て２月ぐらい、場合によっては、校内 LANの整備が遅れることもありますので、
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３月にかかる場合もあります。そうすると、タブレット端末が使えるのは、早け

れば２月だし、遅ければ３月、年度末になってしまいます。今後どうしていくか

というと、GIGAスクールサポーターにより、今から具体的な先生の研修だとか、

使い方のマニュアル作成をしており、どういったソフトを使っていくのか、検討

している段階です。令和３年度から具体的に進めていく形にはなると思いますが、

まだまだ夢のように、あれができるこれができるという形のものはすぐには進ん

でいかないのかなと思います。まずは実際に使っていただくと、そしてルールを

覚えていただくと、学校の先生もそれに伴う教え方を勉強していただくと、そう

いう中で、ちょっとずつ進んでいって、いろんなやり取りができるようになって

いくのかなと思います。 

（学校教育課長） 

   付け加えなんですけれど、柳井市の場合は、iPadを入れるようにしております。

低学年の児童でも直感的に使えるということもあります。大人のわれわれも結構、

iPhone を使っておられる方が多いので、低学年の子でも iPhone 使ったりとか、

iPad はすぐに慣れるようになりますし、実際、教員はこれまで学校で行う ICT

研修というとWindowsが主でした。ですが、iPadもですね、子どもたちととも

に学ぶ、そういった姿勢で、すべて教員が知っておいて、そしてそれを教えると

いうんじゃなくて、ともに学ぶ、そして、これを文房具と同じように、教師の方

も子どもたちもわくわくしながら使っていける、そういった方向で、理想かもし

れないんですけど、やっていきましょう、ということで研修を進めているところ

です。 

（教育長） 

   あと１点ですね、今、文科省の方が、教科書を無償配付しておりますが、デジ

タル教科書を、紙媒体の教科書に替えることができるかどうかということで、今

までは授業の中で時間数が２分の１以下しかデジタル教科書を使ってはいけな

い、というその制限を取り払って、来年度、試行的にですね、１つの学校、小学

校であれば５年・６年生、中学校１・２・３年生の１教科を対象に文科省の方が

デジタル教科書代を持つので、クラウドで利用するという形で、実証実験をやる

ので、柳井市は手を挙げていますよね。 

（学校教育課長） 

   はい。県の方も５割程度の学校というふうに言ってますが、１３校のうち１０

校がやりたいということで手を挙げておりますので、最低でも、５割ですが、６

校、７校は予算化していく。そしてしっかり検証していきたいな、と考えており

ます。 

（厚坊委員） 

   そうなった場合、紙教科書はどうなるんですか。 

（学校教育課長） 

   両方いただけます。 

（西原委員） 
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   デジタル教科書を推進されるのは非常にいいことだと思うんですが、予算的な

面というのはどうなるんですか。市長さんが頭を悩ませているんじゃないですか。 

（教育長） 

   来年度については、文科省が全部持ってくれます。 

（西原委員） 

   柳井市の持ち分じゃないということですね。 

（教育長） 

   そうです。 

（西原委員） 

   その辺も含めてですね、今、GIGAスクール構想の進捗状況もお話いただきま

したけれど、市長さんの新年のご挨拶の中にもありました、柔軟と迅速というこ

とでですね、柔軟な発想と迅速ある対応をしていただいて、いち早くですね、デ

ジタル化という、柳井市の教育が、早くデジタル化になったというのを、お示し

いただいたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

（市長） 

   その他、大綱案について。 

（河岡委員） 

   大綱案というよりも、今のお話なんですけど、デジタル教科書を積極的に導入

すると、紙の教科書は基本的には使わないで授業をするようになるんですか。 

（学校教育課長） 

   決してそんなことではなくて、今もですね、教員が使う際、紙の教科書を PDF

で取り込んで、それを大型ディスプレイに写したりしています。やっぱり、拡大

して提示したりとかですね、ポイントを絞っていく、そういうことをしなくても

子どもたちの方もそこで見れたりとか、教師の方も提示できたりとかしますので、

その辺の活用についてはこれまで紙媒体以上にですね、いろんな使い方があると

思います。何ページを開いてください、という時など、大型液晶のところを見て、

そして教師の方の説明を聞いたりとかですね、あるいは、書き込んだりとかもで

きますので。 

（教育長） 

   普通の紙の教科書では実現できない、映像とかですね、例えば国語であれば朗

読とか、こういった音声データとかもデジタル教科書でできるので、それが紙の

教科書にとって代わるかどうかというそのあたりは、文科省の方が検証したりと、

まず、実験をやってみて、紙にとって代わることができるのか、それとも併用し

ていくのかとか、そのあたりの研究のために１年間実際にやってみようというこ

とのようです。 

（河岡委員） 

   紙の方が学力は上がるというデータが出てます。そこらへんを賢く、何でも新

しいものが便利なものではなく、紙の教科書がまだあるので、しっかり紙でも勉

強するっていう習慣じゃないですけれど、教科書にない音声データとか動画とか
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便利なものは多用して使いつつ、紙の教科書でしっかり勉強させるっていうとこ

ろも考えていただければなと。 

（学校教育課長） 

   おっしゃる通りだと思います。ICTありきではなくて、これまでの教育の蓄積

に ICTをうまくミックスして、より教育の質を向上させていこうということです

ので、どこで使うのか、どういう場面で使うのか、そこはしっかり手順を進めて

いきたいと思っております。 

（河岡委員） 

   お願いします。 

（教育長） 

   この間から研修会の時に、先生方にお話はしているのですが、iPadが入っても

１時間中それを使って授業をするのではなくって、必要なところで使う。大型の

液晶画面に写していても必要ない時は、それを切って ON・OFFをしながら。最

近の子どもは映像の方が理解しやすいといいつつも、ずっと流しっぱなしだと、

慣れきってしまって効果が薄くなるので、必要なところにそれを使っていく。使

わない時は電源を落とす使い方の方が有効である、というふうにいろいろ文献に

書いてありますので、そういう使い方を先生方に伝えていきたいと思っています。 

（西原委員） 

   先ほどのお話では、デジタル化を促進されるんですが、ペーパーもあるわけで

すね。従来の教科書の。 

（教育長） 

   はい。 

（西原委員） 

課長さんが先ほど言われたように、やっぱり従来型というか、教育自体はアナ

ログなんですけれど、ペーパーでの従来の教科書、これもやっぱり必要なことで

あって、教育長も言われたようにデジタルというか、映像で流す方が理解がしや

すいとか、そこの辺の使い分をうまくバランスをとって、そこは先生方のいい意

味でのテクニックと思うんですよね。そういったところのスキルアップを先生方

にしていただいたらというふうに思います。 

（教育長） 

   文科省の実験がですね、１つの学校で１教科だけになってます。ですから、来

年度、実証実験するうちの１教科だけデジタル教科書が使われるということで、

他の教科は今まで通り紙の教科書です。この教科は、学校によって違います。い

ろんな教科を選んでいただいて、学校の実践結果を私たちが情報をいただいて、

分析をしたりしていきたいと思っています。 

（市長） 

   実は、今日は、柳井市の年に一度の職員の参集訓練ということで、朝８時に巨

大地震が発生したという想定で、職員は可能な者が、できるだけ徒歩で通勤して

きて、災害対策本部を開いて、そういう訓練をする日でありました。平成７年の
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１月１７日のあの阪神淡路大震災から今年２６年というようなことで、あの阪神

淡路を契機にですね、こういった１月１７日に近い日でこういう訓練をしている

ということになります。また、平成２３年の３月１１日、あの「３.１１」からも

ちょうど１０年ということで、そういう意味で、いろんなお話もさせていただい

たんですが、２６年前さらに１０年前と比べて、いろんな先ほどから出ているス

マートフォンの普及も含めてですね、こういうデジタル技術を使って、便利にな

って、情報というのはかつてと比較をすると、非常に迅速に私たちの手元に届く

ようになっていると。ただ、やっぱり最初に身を守るのはアナログの世界という

か、どうその災害を、一番厳しい場面で生き抜くかといったところは、一人一人

の人間としての生命力というか、それに加えてどういう安全教育も含めて見据え

ているかというところが、最終的に問われるというふうに思います。したがって、

デジタルをうまくうまく活用するというか、それが中心にはならずに、あくまで

も人というのはアナログの世界があってのデジタルだというふうに思うんです。

そういう意味で、今日たまたまそういう訓練が行われた日であり、たまたま安全

教育ということをご指摘いただいたので、柳井の子どもたちが地域を大切にする

とか優しい人になってほしいという思いとしてある中で、いろんな困難、特に一

番困難度が高い、自然災害なんかも含めてですね、乗り切っていく、生き抜いて

いくというそういった力を早くそういう意味で、スクール・コミュニティの中で

の、地域と共栄、各所で行われていますから、ぜひこの教育振興基本計画を柳井

市の教育大綱にということで、ご意見ご質疑いただければというふうに思います。 

   何か、ご意見はありますか。 

（河岡委員） 

   意見ではないのですが、今、柳井市は予算が厳しい中、ほかの課の予算という

のは見ていないのですけれども、柳井市の教育部門の予算の審議をする上では、

前年比あまり落ちていない、それだけ教育に力を入れてくださっているなという

のは、すごくいつも感じていて感謝しています。それで、基本計画、いろんな項

目がございます。予定、計画ですので、すべてを網羅しなければいけないので、

こういう状況にはなっていますけれども、実際に、全部を同じ割合でやっていく

のは、無理なのではないかと思うんですけども、市長さんとしては、この中でも

特に何に重点的に力を入れてやっていきたい、やってもらいたという思いが、ど

のようになっているのかなと、ちょっとお伺いしたいです。 

（市長） 

   河岡委員さんがおっしゃったように、今の時間は、教育のことをああしたらい

い、こうしたらいい、こういうふうな感じで話しておりますが、時間が切り替わ

ると全く違う問題を捉えていかなければならないということが私たちの仕事で

ありまして、その中でも予算は限られているということなんですが、やはり教育

の中で、どの部門を特に重視したいとか、してほしいというのは、やはり現場の

声をしっかり踏まえてやらないと、独りよがりとなってしまいますが、そこは思

いとしてありますが、先ほどからあったスクール・コミュニティの話とか、そう
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いう部門というのは市長部局も大いに関連してくるというか、非常に地域づくり

とかかわってくるところは力を入れていきたい、というよりもいろんな話で応援

をしたいと、私が前面に出てというよりも、いかに地域を、また学校とのかかわ

りを応援していくかというのが、私が大事にしているんですけれども、そういう

ところは、ぜひ頑張っていきたいなというふうに思いますが、総じて思うのは、

教育を後回し、疎かにしている町に未来はないというふうにですね思っています

から、そういう意味でだんだん厳しい状況にはなりますけれども、思いとしては

貫いていきたいというふうに思います。ただ独りよがりになってはいけないとい

う意味で、教育委員のみなさん方、学校の現場で教壇に立たれている先生方、ま

た、実際にかかわっている地域の方々、そういった方々との対話というか、そう

いうものの上に施策というのは持たれるべきであるというところは、大事な視点

として持っておきたいなというふうに思います。 

（西原委員） 

   いろいろと市長さんもですね、行動されておられまして、気楽にトークとか、

いろいろ活動されておるんですが、その中でやっぱり一般市民の方の生の声とい

いますか、ピュアな声として、教育に関する意見というか要望といいますか、何

かありますか。 

（市長） 

   それは、今、おっしゃったように、例えば、気楽にトークとかそうものに限っ

てということですか。 

（西原委員） 

   それは何でも結構ですが、直接的、間接的にね、市長さんの耳に入るような教

育に関するということ、教育行政の中であればですね、また、われわれもそれを

テーマとしてですね、取り組んでいかなければいけないと思っていますんで。 

（市長） 

   ちょっと今の西原委員さんのご質問にお答えできているかはわかりませんが、

市民と市長と気楽にトークをずっと４２０回やってきましたが、３、４年前に小

学生の男の子とお母さんが一緒に参加されて、小学生が参加するというのは非常

に珍しくて、記憶に残っているんですが、その子が何を発言したかというと、自

分たちが勉強していて、特に夏、暑いんだと、空調なんかを入れてもらえるとも

っと自分たちは頑張れるんだけれど、そのことについて市長さんはどう思います

か、というような提案がありました。小学生がそういう場で発言するのは、とて

も勇気がいることだというふうに思うんですが、堂々とこういう発言をされて、

そういったことも最終的に、今、普通教室にはすべてエアコンが導入されている

という状況がありますが、こういうことが実現をされたというと、いろんな一般

の方が教育についてどうこうというよりも、小学生が自らそういう提案をしてく

れたと、で今、こういった状況が結果的に生まれているというところは、印象に

残っています。 

（西原委員） 
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   昨年、その教室には、エアコンが完備して、３年度ですかね、予算化されて、

特別教室も順次、空調システムを導入していくということですからね。だから、

そういったハード面においてもですね、教育環境をやっぱり整備していくという

のは、今からの課題だと思いますんで、われわれ大人が、そのへんの支援をして

いかなければいけないというふうに思っていますので、そういった意見は大切で

すよね。 

（市長） 

   まだ、全国的に教室にエアコンを完備していこうというその前の時代でしたか

らね、その子が提案してくださったのは。 

（西原委員） 

   昨年はコロナということで、全国的にエアコンかということになりましたけれ

ど、何が起きるかわかりませんので、それこそさっきの、その安全ではありませ

んけれども、トータルしたら安全面、安全教育ということも踏まえていかなけれ

ばいけないと思っています。 

（厚坊委員） 

   １３ページの「満足度と重要度」のところのいじめ、生徒指導、家庭の教育力

ですよね。家庭の教育力というのをいつもこうやって出されるんですが、私が教

員やっていた時も一番難しいのはここなんですよね。生徒指導とかいじめという

のは、直接、教員がかかわればいいけど、家庭の教育というのはだれがいつどう

やってやるのかなと思いながらですね。それで、今、市長さんからお話聞いて、

子どもの要求に対してわれわれが答えてあげるというのは、大人の責任でもあり、

義務でもあると思うんですよね。逆に、我慢させることも大人の義務。それで、

「不易と流行」というのがあると思うんですが、その時代時代によって、その流

れでパソコン、タブレットを使ってやるというのも大切だけど、片や、人とのコ

ミュニケーション力というのを付けてやらなくちゃいけない。楽をすると一人で

やれば人とかかわりがないから楽できるとは思うんですけどね。だから、私はい

つも相反するものをどううまくやっていくか、例えば、学校でクーラーをつける

んなら、昼休みは一生懸命汗をかく、しっかり外で遊べと、汗かいて、勉強始ま

る前に教室にクーラーがあったら、しっかりいい環境でできるじゃないか。ある

いは、楽な方ばっかり、涼しいところばっかりおって、運動しないゲームばっか

りやっている、そういう世界が意外と家庭には多いんですよね。だから、親をど

う育てるかというのはやっぱり一番大切なこと。親がしっかりしとったら、だい

たいいい子になる。多分、今の質問した子も親もちゃんとそういうことは、きち

っとして子どもに指導しているんじゃないかなと思うんですよね。私も校長の時、

先生方には生徒への教育をしっかりやってくれと、自分の役割は親をどう育てる

かというんで、毎週毎週「校長だより」を出しながら、親としての在り方、人間

としての在り方、それを子どもにも読ませて子どもから親に渡すようなシステム

をやって、家族で一緒に話すという形もやってきたんですが、自分なりには親と

一緒によく教育できたなあと思うんですけど、やっぱり家庭の教育力の向上とい
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うのは、重要ではあるけど満足度が低いというところはですね、これはぜひ学校

だけじゃなくて教育委員会と一緒に取り組んで、いい柳井市を作っていかなけれ

ばならないというふうに思います。市長さんもまだまだ大変だろうとは思うんで

すけどね、そこらへんは一緒に皆さんと考えいきたいなというふうに思ってます。 

（西原委員） 

今、言われた家庭の教育力は、これは本当にポイントといいますか、重要課題

と思います。やっぱり、家庭の教育なくしてですね、学校教育というのは非常に

難易度がありますんで、一家庭一家庭がですね、しっかり取り組んでいかないと

いけないと思うんですが、これやっぱり具体的にじゃあどのような行動をとって

いったらいいんかということになるんですが、家に行って言うわけにはいかない

ので、今こう見たら、３９ページの「学びのサイクルの確立」というのが一番上

にありますけど、「学校、家庭、地域の連携による学びのサイクル」。これは、学

校と家庭との連携というか、リンクしているので、何か情報交換といいいますか

ね、そういった形で感じ取れるところがあるんじゃないですかね。 

（学校教育課長） 

   やはり、家庭での学習習慣が付いている子は、崩れないということもあります

し、今、学校教育課としても学びの好きな学び続ける子を育てようということを

言ってます。いろいろデータでも、なかなか家庭での学習習慣が付いていないた

めに、学校に来ても学びが定着しなくって、負の連鎖が付いている子もあるので、

こういうよい習慣というか望ましい生活習慣を身に付けさせていく。そのために

は学校と家庭とのしっかりとした連携が必要だと考えております。 

（西原委員） 

   だから、「学びのサイクル」という一つのシステムといいますか、これをしっ

かり充実していけば、多少でもその家庭の教育というところでのレベルアップが

できるんじゃないんですかね。 

（学校教育課長） 

   この時の「家庭での学び」というのは、何も宿題とかそういうものだけじゃな

くて、家でのお手伝いというのもあるでしょうし、体験的な活動というのもあり

ますし、学校で学んだきっかけを家庭でも生かすとかですね、そういう生きる力

の育成ということでの学び全般といいます。 

（西原委員） 

   月性は「教導」の能力が非常に超越していたわけなんですけれど、そのバック

ボーンはですね、やはり家庭なんですよね。家庭が大切かなというふうに思って

おります。これは月性だけじゃなくて、吉田松陰にしてもですね、全く同じこと

が言えますんで、学校教育の充実と並行して家庭教育も充実していくという、そ

ういった、教育委員会全体でですね、私たちも含めて取り組んでいく必要がある

かなと、そうすることによって柳井市の教育をですね、やっぱり全国のトップに

出るということが可能になってくるんじゃないかなというふうに思います。 

（市長） 
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   はい。大綱案につきまして、よろしいですか。 

（教育委員一同） 

   はい。 

（市長） 

   それでは、この大綱案について、他にご質疑がないようでございますので、こ

の場で、ご承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

（教育委員一同） 

   はい。 

（市長） 

   ありがとうございます。 

 

（４）その他 

（市長） 

それでは、その他ということで、せっかくの機会でございますので、何かご意

見がありましたらお願いします。 

（西原委員） 

   一番最後のページに、「計画の推進」と「PDCA サイクル」が入ってますけれ

ど、PDCA、私はこれが非常に大切というふうに思います。やっぱり、トライア

ル・アンド・エラーっていいますかね、いろんなことを繰り返し取り組んでいく

ということで、最も大切なことじゃないかと。PDCAなくして発展性はないと思

いますんで、しっかりこれを取り組んでいったらいいじゃないかなと。世界で一

番貧乏な大統領、亡くなりましたですよね。テレビで言ってるのをちょっとメモ

したんですが、人生とは到達することではない、というふうに彼は言っとるんで

すよね。どういうことかというと、倒れても倒れても起き上がることだと。いう

ことは常にトライアル・アンド・エラーでですね、挑戦し続けるというか、その

挑戦し続けることで一つずつでも進歩があるということが言えるかと思います

んで、教育は国家百年の計というふうに言われておりますように、地道に取り組

んでいくのが一番近道かなというふうに思っております。 

（市長） 

事務局から何かありますか。 

 （教育部長） 

    事務局からはありませんので、最後に市長さんからご挨拶をお願いいただけた

らと思います。 

 （市長） 

    今年度、最後のこういう場でもあるということでありますけれども、本当に委

員のみなさまには、平素から特にこの教育委員会会議を通じて、様々、もっとこ

うあって欲しい、ああしたらいい、こうしたらいいということも含めて非常にあ

りがたい存在でいていただけたらというふうに思います。心から感謝申し上げた

いと思います。ちょっとこれは意思形成過程というか、まだこれからのことなん
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ですが、昨日も本当に学校図書館司書さんと話して、かなり議論するんです、す

ごく、実は。意外に思っているかもしれませんが。私たちですね、大切に考えて

いると。で議論する中で、私は何を思ったかというと、いろいろな意見をいただ

くというのは、実はとても大事で、何か残るんですよね。そのことによって、こ

うあるべきだ、こうすべきだという後押しをしていただくということが非常に多

いなということも感じます。したがって、これから柳井市の教育は、この計画に

基づいて、展開をされていきますが、ぜひそういう意味で、委員のみなさん、非

常に重要なポジションを今、担っていただいていると、市の教育をいろんな意味

でアクセルもブレーキも任されているという存在であるということを最後にで

すね、お願いさせていただいて、これからも引き続いて柳井市の教育、子どもた

ちに限りませんけれど、私たち大人も学び続けるという意味では、この柳井市全

体の人を育むためにですね、引き続いてお力をいただければと思います。そのこ

とを切にお願いさせていただきまして、ご挨拶とさせていただきます。大変あり

がとうございました。 

 

（５）閉会 

教育部長から、総合教育会議の閉会の宣言があった。 


